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SUPERIA ZD-Ⅲ

感度 120mJ/c㎡（サーマルポジプレート「XP-F」と同等）※1

対応光源 830nmLD光源

セーフライト 白色灯下で取り扱い可能

耐刷性 油性インキ：10～20万枚／ＵＶインキ：5～10万枚※2

網点再現性

備考

200線  １～99％

高精細印刷・FMスクリーニング適性 AM300線、TAFFETA20(その他、他社FMスクリーニングにも対応※1）

減感インキ・特色インキ・オフセット輪転機・平台校正機適性あり 
※1 プレートセッターによります。  ※2 印刷条件によって異なります。　

●SUPERIA ZD-Ⅲの主な仕様

●印刷資材で初めてCFPマーク表示を開始

SUPERIA ZD-Ⅲのライフサイクル工程ごとのCO2排出量（0.24mm厚の場合）　 

カーボンフットプリントは、温暖化ガス（主にCO2）の排出を抑制するために、製品の原材料調達から廃棄までの全工程で排出
された温暖化ガスの総量をCO2に換算して表示する制度です。

原材料調達 生産 流通 使用・維持 廃棄・リサイクル 合計（CFP値）

7.5 0.82 0.015 0.041 0.052 8.4

単位：kg-C02    有効数字三ケタ以下切り捨て

●グリーンプリンティング（GP）の最高ランク「スリースター」を取得

（社）日本印刷産業連合会が、環境負荷低減活動に取り組む印刷事業所および製品、資機材に対して設定を行なうGP資機材
認定制度で、最高ランクのスリースターを取得しています。

製品名 用途 容量

プレートマルチクリーナー
ＰＲＥＳＳＭＡＸ　ＭＣ－Ｅ２

インキ除去性に優れ、ＵＶインキにも対応したクリーナー。汚れ除去能力と画像部の安全性
を高いレベルで両立。給水ローラー洗浄剤としても使用可能。 １Ｌ

無処理版用クオリティチェッカー
ＱＣ－１

無処理版の染色性に優れたプレートチェッカー。
ペンタイプでは部分的な染色作業等の取り扱い性に優れる。 １Ｌ／ペンタイプ

●ＳＵＰＥＲＩＡ ＺＤ-Ⅲ 周辺処理薬品

https://ecoleaf-label.jp
JR-AR-19001C

8.4kg
1㎡あたり

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント

資機材 005-B-0036～0039

<カタログ制作データ>
CTP Plate : 完全無処理プレート FUJIFILM SUPERIA ZP
FUJIFILM Co-Re SCREENING 300線

〒１０６-００３１  東京都港区西麻布二丁目26番地30号 富士フイルム西麻布ビル
TEL: ０３（6419）0３００

072 F038A2105　宣-2021・5-FA・4-1

〒１０６-００３１  東京都港区西麻布二丁目26番地30号 富士フイルム西麻布ビル
TEL: ０３（6419）0３００

https://www.fujifilm.com/ffgs/ja
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無処理化のメリットを、1社でも多くのお客さまに実感していただくために。

目指したのは、刷版工程でも印刷工程でも安心して使え、つねに高い品質を生み出せる無処理プレート。

定評ある有処理プレート『XP-F』と同等の使いやすさと信頼性を持ち、

現場の方が積極的に「使いたくなる」、理想のCTPプレート。

そのために、独自に開発した新技術を惜しみなく投入し、

耐刷性、耐キズ汚れ性、機上現像性、視認性など、あらゆる性能を進化させました。

SUPERIA ZD-Ⅲは、刷版・印刷現場の無駄な工数やコストを大幅に削減し、

オペレーターをさまざまなストレスから解放します。

また、人手を要する作業を削減し、工程の自動化推進にも大きく寄与します。

さあ、新世代の完全無処理CTPプレートで、オフセット印刷をもっと快適に、もっとスマートに。

すべての技術は、現場のために。
「使いやすい」から、「使いたくなる」
無処理プレートへ。
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■富士フイルム完全無処理CTPプレートの進化
富士フイルムの完全無処理CTPプレートは、き
め細かい改良を重ねながら進化を続けてきまし
た。2006年、世界に先駆けて機上現像方式の完
全無処理サーマルCTPプレート『ET-S』を市場
導入。その後、刷り出しの安定性や印刷適性な
どを高めながら『ET-SH』『XZ-R』へと進化し、
2015年には、有処理プレート『XP-F』同等の高
感度・印刷品質を実現した『SUPERIA ZP』を
リリース。翌年発売の『SUPERIA ZD』では、耐
刷性とUV印刷適性を一段と向上。『SUPERIA 
ZD-Ⅱ』では、「ZDの約1.5倍」という高耐刷性
を達成するとともに、描画品質の安定性、版面
の画像視認性も向上。このように、お客さまから
の要望を採り入れながら着実にプレートとして
の信頼性を高めています。

完全無処理CTPプレート開発の歴史

お客さまの声を反映しながら進化を続ける

刷りやすさを追求し、
印刷機の自動化・
高速化にも対応

真の使いやすさを追求し、経営にも現場にもメリットをもたらす
完全無処理THERMAL CTP SYSTEM

ZD-Ⅲ

印刷現場刷版現場経営者

印刷機の稼働率向上、自動化
印刷トラブルの低減
印刷品質の向上

刷版での作業性
高い露光生産性

トータルでのコストダウン
環境負荷低減

柔軟な人材の活用

■富士フイルムのプレート設計思想



▶ZD-Ⅱから継承した特長
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有処理と同様に、安心して使える。安定して刷れる。
現場視点で進化した、理想の完全無処理 CTPプレート。

自動現像機やガム洗浄機などの処理機器が不要に

なるため、有処理CTPシステムに比べて大幅な省ス

ペース化が可能。無処理CTP用ショートコンベア

『CZ-940/1310』を組み合わせれば、最大約55％※

の大幅な省スペース化が実現し、作業動線の見直し

や、オートローダー設置による連続出力などで、刷版

工程の改善が可能になります。

プレート表面に、湿し水・インキ
による機上現像の速度を制御す
るまったく新しい機能層を設ける
ことにより、圧倒的な着肉性と現
像安定性を実現。これにより、有
処理プレートと同様の刷り出し
が可能で、印刷機の稼働率向上
や自動化が図れます。

国内の吉田南工場での一貫生産により、バラつ
きのない高品質のプレートを安定供給。また、
プレート露光後の経時安定性にも優れています。

処理機器にかかわる品質管理

やメンテナンスが一切不要とな

り、有処理システムと比較して

大幅な省工数化が可能。CTP

オペレーターの負荷が低減す

ることで、現場の作業分担の最

適化が図れます。

■スペースを有効活用できる ■人や時間を有効活用できる
処理機器が不要になることで、それにかかわる薬品や

水、電気代、廃液も一切不要となり、より大きな環境貢献

が可能。環境関連の認定も取得しやすくなり、環境対応

を営業活動で戦略的にアピールすることもできます。

■全方位的な環境貢献が実現

8.4kg/㎡

Before

After

省スペース化！
55%
約

※

「完全無処理化」による3大メリット

品質安定性 生産性

 

汚れにくさ

 

網点再現性

１ 刷り出しの早さ

 
枚葉UV機や輪転機による一般商業印刷はもちろん、
紙器パッケージ印刷などのさまざまな印刷条件下に
おいて、有処理プレートと同等以上の文字・画像品質が
安定的に得られます。

2 網点耐刷性

 
新開発のProcessless Gumming
技術により、印刷前に軽微なキズ
がついた場合でも、アルミ表面を
親水化し、インキ付着を抑え、
印刷紙面での汚れを低減します。

3 耐キズ汚れ性

 
感光層に新たな発色技
術を導入することによ
り、露光後の画像コント
ラストが大幅に向上。
版面情報が見やすくな
ることで、仕分け作業が
容易になり、印刷オペ
レーターの安心感も高
まります。

4 画像視認性

▶ZD-Ⅲの進化ポイント

独自の感光層技術により、高感度を実現。有処
理タイプの『XP-F』と遜色のない、高い露光生
産性が得られます。

定評ある富士フイルム独自の砂目技術により、
汚れの発生を効果的に抑制。印刷機停止後の
立ち上がりもスムーズです。

高精細な網点も安定して再現することが可能。
品質にシビアなお仕事でも安心して無処理化を
図ることができます。

※T-9800HDN シリーズで左図装置構成の場合

1枚目

2枚目

3枚目

4枚目

5枚目

6枚目

10枚目

露光直後 露光3日後

刷り出しサンプル
ZD-Ⅲ
XP-F
他社無処理版

印刷枚数
10%網点の耐刷性

網点変動
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SUPERIA ZD-Ⅲに投入された新技術 Prepress Factory Automation

従来の保護機能に加え、現像速度を制御する機能を付与。インキ着け時は
感光層へのインキ着肉を阻害しません。これによって、機上現像と初期の
着肉を両立し、圧倒的な刷り出しの早さと安定性を実現しました。

Print Control Layer Technology 機上現像性（刷り出し性）向上

これまでの無処理プレートでは、耐刷性と視認性がトレードオフになってい
ましたが、従来の発色剤に加え、新たな発色剤を導入することで、耐刷性と
視認性の両立をより高いレベルで実現しました。

High Color Generation Technology 視認性向上

新開発のProcessless Gumming技術により、軽微なキズの入ったアルミ表
面を親水化し、印刷時のインキの付着を抑制。キズ汚れの発生を防止します。

Processless Gumming Technology 耐キズ汚れ性向上

ZD-Ⅱで実績のあるMGZ砂目をさらに進化させ、レーザー露光時の硬膜化
効率を高める新しい技術を導入。これにより、露光部の感光層と支持体との
密着性も向上し、有処理プレート同等の耐刷性を実現しました。

Extreme Adhesive Bonding Technology 耐刷性向上

水着けローラー

湿し水

湿し水

インキ

機能・保護層

感光層

非画像部：機能・保護層が選択的に取り込んだ
湿し水が浸透し、素早い現像除去性を実現

画像部

機能・保護層

感光層

下塗り層

砂目

Print Control Layer Technology

High Color Generation Technology

Process-less Gumming Technology

Extreme Adhesive Bonding Technology

刷版工程自動化ソリューション

印刷中はアルミ表面を親水化

印刷前のキズ付き

◆ZD-Ⅲ
◆ZD-Ⅱ

◆ZP

視認性

耐刷性

レーザー光
従来版

レーザー光
ZD-Ⅲ

さらに効率よく反応し、強固に

機能・保護層の効果でキズ防止

キズ部に下塗り層の成分が移動してインキ付着を抑制

機能・保護層▶
感光層▶
下塗り層▶
アルミ▶

下塗り層▶

アルミ▶

●最大積載枚数1,200枚
●刷版の装填回数削減
●装填作業の負荷低減

●高耐刷・UV対応の完全無処理CTPプレート
●アルカリ現像・ガム処理工程の削減
●自動現像機メンテナンスの削減

●インクジェットで版面にジョブ名を印字

●ベンド（版曲げ）作業の負荷低減

●印刷機ごと・版サイズごとの
　ストッカーへの仕分け

●最高70版/時の安定した高速出力

完全無処理CTPプレート

パレットローディングシステム インクジェット印字装置

刷版自動振り分け装置

CTPセッター

自動ベンダー

※QRコードより各製品の動画や製品情報がご覧いただけます。

「人による作業」を大幅に削減できる完全無処理CTPは、刷版工程自動化の起点となり、スマートファクトリー構築
への大きな一歩になります。富士フイルムでは、生産効率をさらに高めるソリューションとして、オートローダーへの
プレート装填、出力後の版曲げや仕分けなどを自動化するシステムをラインアップ。お客さまの現場環境に合わせた
最適な構成でご導入いただけます。


